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夏休みの過ごし方の前に、

DP2年間のスケジュールを見てみよう！



DP2年間のスケジュール（9月始まりの場合）

6～8月
DPの科目選択
CASの準備

9～11月
DP1年目スタート

12～2月
IAの準備

3～5月
期末テスト

EEの執筆準備
DP１年目

DP２年目

IBDPを乗り切るには、夏休みがとても重要！

6～8月
大学の出願準備
SAT/TOEFL受験

IA・EEの執筆開始

9～11月
DP2年目スタート

大学へ出願

12～2月
IA・EEの提出

3～5月
Mock Exam
Final Exam



今後を見据えて、夏休みはどう過ごせば良い？

IBの先輩に聞いてみよう！



大学・学部の出願条件として、
履修科目が指定されているこ
とがある。科目選択に大きく
影響するので必ずチェック！
特に理系学部志望の方は、レ
ベル（HL/SL）も確認しよう。

IBDPはライティング課題が
多いため、エッセイを書く練
習をしておくと良い。予習は
必須ではないが、自分の選択
科目については、シラバスに
記載されている前提知識を確
認しておこう。

DPの学習準備出願条件の確認 CASの準備

新DP1年生：夏休みにやっておくと良いこと

成績には含まれないものの、
DPを履修するうえで必須の
CAS。準備や実行に時間がか
かるので、自分の取り組む活
動内容を早めに決めておくの
がオススメ。



新DP1年生：出願条件の確認

パターン01：科目数の指定
例）Physics, Chemistry, Biologyのうち、2科目選択していること。

パターン02：レベルの指定
例）MathはHLで選択していること。
例）Physics, Chemistry, Biologyのうち少なくとも1科目はHLで選択していること。

パターン03：Mathのコースの指定
例）Analysis and Approachesを選択していること。Application and Interpretationは不可。



新DP1年生：DPの学習準備

Prior learning topics
It is expected that mathematics students will be familiar 
with the following topics before they take the 
examinations because questions assume knowledge of 
them. 

“Mathematics: analysis and approaches guide”より抜粋



新DP1年生：CASの準備

CASの写真：
個人情報が含まれるため削除



出願の準備EEの執筆 DP1年目の復習

新DP2年生：夏休みにやっておくと良いこと

学校によってスケジュールが
異なるものの、夏休みから本
格的にIAやEEに取り組む生
徒が多いよう。計画を立てて、
速めに進めておくと良い。

志望理由書や成績証明書など、
大学の出願に必要な書類を準
備しよう。大学によっては、
SATやTOEFLのスコアの提
出が求められることもある。
出願の時期を考慮して、受験
スケジュールを決めること。

あとで復習すればいいと思っ
てわからない部分を放ってお
いたら、あっという間にDP1
年目が終わってしまったなん
てことも。夏休み中にできる
だけ苦手や不明点をつぶして
おこう！



新DP2年生のスケジュール例（9月始まりの場合）

執筆計画の作成
トピック決め

シラバス外の勉強
関連書籍・論文の収集

EEコーディネーター
との打ち合わせ

EE
の執筆

出願の準備

Jun Jul Aug

SAT Subject受験 TOEFL受験
Common App準備

SATの再受験
Common App受付開始

Jun Jul Aug



新DP2年生：EEの執筆

登壇者のEEの例：
個人情報が含まれるため削除



新DP2年生：出願の準備



新DP2年生：DP1年目の復習

登壇者のノートの例：
個人情報が含まれるため削除



本日のトピック

19:30-20:00 IBDP生の夏休みの過ごし方

20:00-20:20 EDUBALの夏期講習の特徴

20:20-20:30 質疑応答



先取り講座
先着8名

復習講座
先着6名

新IBDP１年生向け。

講義形式。

新IBDP２年生向け。

講義＋演習形式。

夏期講習の講座の種類

学年別に、先取り講座と復習講座の２種類の講座があります。

https://www.edubal.net/edublog/b20210504-1006447/

https://www.edubal.net/edublog/b20210504-1006447/


夏期講習の開講科目

zoomでのオンライン集団指導。

１講座１日２コマ x ４日間の短期集中講座。

Math先取り講座（日本語）と日本語Aの講座以外、授業はすべて英語で実施。

https://www.edubal.net/edublog/b20210504-1006447/

MathPhysics Chemistry 日本語ABiology

https://www.edubal.net/edublog/b20210504-1006447/


各科目の教師から

講座のおすすめポイントを説明します！



実際にBiologyの授業を体験してみよう！



過去にご受講いただいた生徒様からの声

色んなトピックをわかりやすく先生がカバーしてくれたので、今後の
IBの学習について心配が減りました。また、ちゃんと問題も用意して
下さっていたおかげで実際に習ったことを問題で解いてみることもで
きて、すごく役に立ちました。いい予習になりました！

It had gave me the confidence to prepare for the upcoming IB 
years. Not only that, the answers the tutor gave me about 
college and non-biology related questions had also let me know 
some gist of the future.

海外インター
G11

国内インター
G11



受講料とお支払方法

会員の方

原則、クレジットカードのみ。月々の指導料とあわせてお支払い。
銀行振込・口座振替・クレジットカ
ードのいずれかにて承ります。

ご新規の方

１講座 49,500円 １講座 99,000円



お申込みからご受講までの流れ

01 お申込み 02 お支払い 03 ご受講

> >

先着順のため、お申込みはお早めに！

EDUBALのWebsite
よりお申込みください。

お申込み後、メールにて
請求書をお送りします。

講座の約一週間前に、
zoomリンクをお送りし
ます。



Q＆Aセッション

Zoomのチャットにて、登壇者に

質問したいことを投稿してください。



事前にいただいたご質問

DPに入る前にどのぐらいの英語力がありましたか。

もしくは必要と思われますか。



事前にいただいたご質問

What are the key points for reviewing in bio and chem? 



事前にいただいたご質問

来年のPredicted gradeまでに成績を挽回したい。

夏休み中にできる勉強のコツを教えてください。



事前にいただいたご質問

計画を立てても実行できないことの方が多いです。

誘惑に負けない方法を教えて下さい。



IB生x現役難関大生の教師による
オンライン家庭教師サービス

IB生のための大学情報提供サイト
進学相談会やIB校との座談会も実施

弊社のサービスのご案内


